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学歴詐称リスクの軽減

国際的規模での信頼性

透明性・一貫性・公平性

国際間学修歴の迅速なやり取り

⚫東京規約

「透明性、一貫性、信頼性及び公平性を有し、

かつ、差別的でない」資格の評定と承認を「合理

的な期間内に」行う（第3章）

国際公共的責任のための学修歴証明書デジタル化
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学修歴証明書デジタル化実装国
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【注】 フローニンゲン宣言ネットワーク、ARUCC事例調査により確認された実装国のみ記載、網羅的ではない。

学修歴証明書のデジタル化は、1990年代に高等教育機関が保持する学修歴データを国レベルで集中保管する動きがオランダなどで始まり、現在では、いくつかの事

例調査で確認されただけで42カ国以上に拡がっている。2012年には、それら世界各国の電子証明書発行システムの運営会社や関係機関が集結し、フローニンゲン

宣言ネットワークを結成し、国単位でのデジタル化から国際間連携への動きが活発化している。
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世界市民のための学生データの携帯性
世界中の市民が、いつでも、どこでも、自身の学修歴データ原本を

閲覧し、だれに対しても共有できるようにする「電子学生データの携

帯性」を実現

世界市民のテクノロジー
仕様が公開され、誰でも利用でき、世界中の市民に普及した技術

による学修歴証明書デジタル化

国際的接続性・開放性
国際的な互換性や拡張性を備えたプラットフォームによる学修歴証

明書デジタル化

プラットフォームの公共的ガバナンス
高等教育機関自身のガバナンスのもとに運営されるデジタル学修歴

証明書プラットフォーム

⚫フローニンゲン宣言ネットワーク

世界中の市民が、いつでも、どこでも、自身の学修歴

データ原本を閲覧し、だれに対しても共有できるように

する「電子学生データの携帯性」を実現し、世界中の

市民の学修・就転職の移動性ニーズに資する。

国際公共的責任のための学修歴証明書デジタル化
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国内高等教育機関（供給サイド） 国内採用企業（需要サイド）

「とてもそう思う」
51.9%

「必要である」
11.3%

「そう思う」
36.7%「どちらかというと必要である」

40.4%

「貴社においてオンラインでのデジタル証明書を受け付けることは望ましい
と思われますか？」

「日本の高等教育機関において、学位・成績等証明書を電子化する必
要性についてどう思いますか」

国内実態ー必要性の認識

回答者: 国内79企業

調査時期：2020年9月

調査者： 一般社団法人 国際教育研究コンソーシアム（RECSIE）

回答者: 国内162の高等教育機関の267人からの回答

調査時期：2020年2～3月

調査者： 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構の委託を受けて公益財団法人 未来工学研究所が実施
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国内高等教育機関（供給サイド） 国内採用企業（需要サイド）

国内実態ー準備状況

「現時点で対応可能である」
77.2%「短期で対応可

能である」
12.7%

「検討中」
1.3%

回答者: 国内79企業

調査時期：2020年9月

調査者： 一般社団法人 国際教育研究コンソーシアム（RECSIE）

回答者: 国内147の高等教育機関の152人からの回答

調査時期：2020年2～3月

調査者： 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構の委託を受けて公益財団法人 未来工学研究所が実施

注：他に1.3%の高等教育機関が電子透かしによる紙の証明書を検討中であると回答しているが、本報告資料では、電子透かし

を電子証明書として位置付けていないため、「検討中」の数字には含んでいない。

「電子的な手段を用いての発行を検討中・開発中の証明書はありますか」 「仮にオンラインによるデジタル証明書が発行されるとして、望ましいタイミング
についておききします」
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SUPERVISOR

PLATFORM 
PARTNER

GOVERNANCE
BODY

SCIENTIF IC  RESEARCH PROJECT
2019年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化(B)）

「国境を越える人材と資格・学歴認証の将来像」

課題番号 19KK0061 代表者：芦沢真五東洋大学国際学部教授

DIGITARY

フローニンゲン宣言ネットワーク加盟機関

本社：アイルランド・ダブリン

RECSIE
一般社団法人国際教育研究コンソーシアム

フローニンゲン宣言ネットワーク加盟機関

学修歴証明書デジタル化：運営体制・ガバナンス



国際調査

学修歴証明書国際プラットフォーム調査

（米国：3社、欧州：4社、日本：3社、

アジア（日本を除く）：2社）

2019/12

提携先選定・契約交渉

⚫ 国際プラットフォーム提携先選定

⚫ 提携関係構築

⚫ プラットフォームの日本化開発

2020/6

プログラム開始

4大学先行のパイロット・プログラム開始

2020/9

要求仕様定義

⚫ 日本の学修歴証明書デジタル化・ビジ

ネス及び技術仕様定義

⚫ 国際プラットフォーム選定基準設定

2020/4

大学とのコミュニケーション

⚫ SGUシンポジウム第0回

⚫ 大学行政管理学会セミナー

⚫ 国際教育夏季研究大会

⚫ フローニンゲン宣言ネットワーク年次総会
2020/6

8

学修歴証明書デジタル化：これまでの歩み
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現在の参加大学とデジタル証明書発行開始見通し

2021/02-

国際基督教大学

2020/12-

芝浦工業大学

2021/04-

南山大学

2021/06-

東洋大学



いつでも、どこでも、誰にでも（学生データの携帯性）
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⚫証明書発行

⚫証明書の電子的認証

⚫学生・卒業生へのログインアクセス付与

⚫証明書の取り消し

⚫発行時の課金（無料化も可能）

⚫共有された証明書の閲覧

⚫認証（オンライン原本閲覧）

⚫証明書のダウンロードと保存

⚫改ざん・アップロード不可

⚫証明書の閲覧

⚫証明書のダウンロード・保存

⚫証明書の共有

⚫改ざん・アップロード不可

世界中の市民が、いつでも、どこでも、自身の学修歴データ原本を閲覧し、だれに対しても共有できるようにする「電子学生データの携帯性」というフローニンゲン宣言ネットワークの理念を実現します。

日本の学修歴証明書プラットフォーム

学修者ポータル

管理者ポータル

学修歴証明書クラウド・サービス利用

共有

大学

在校生/卒業生

証明書の閲覧・真正性確認

証
明
書
へ
の
ア
ク
セ
ス

と
共
有

リンク メール SNS ブロックチェーン

国内外のあらゆる企業・大学
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学修歴携帯性・利便性向上
学生・卒業生が世界中どこでも自身のスマートフォンやPCで学修歴証明書を自由に取得し、

採用企業等に送付・共有できる「学修歴データの携帯性」を実現。世界各地・全国各地で活

躍する学生・卒業生の遠隔地における就転職活動の活発化。

学修歴証明書

デジタル化の利点

事務効率化・生産性向上
• 現在、紙の証明書の郵送などにより発行・提出が行われているが、デジタル

化により、大学の発行・出願事務の効率性が向上している。

• 電子証明書を2018年に導入したオーストラリアの大学では、電子証明書導

入前と導入後では、関連事務コストが50%削減されたとの調査結果あり。

国際的な活躍の支援
学修歴証明書は世界42ヵ国以上でデジタル化されており、特に中国では2019年から

紙の学修歴証明書は廃止され、アメリカでは85%の大学が「電子化され、発行者から

直送され(または第三者サービスを経由し)た文書」を受理するなど、学修歴証明書デ

ジタル化はすでに世界標準となっている。

生涯教育の推進・SDGs
• 世界では高等教育のビジネスモデルの変革が提起され、時間的にも物理

的にも分散化・多様化した生涯教育としての将来像が模索されている。

• そのプラットフォーム開発も欧州委員会やオーストラリア政府の支援のもと

で進捗しており、デジタル学習歴の重要性が増している。

• 東京規約においても、 「非伝統的な資格」（オンライン学習、ホームス

クール、特定の職業経験等）について承認する道を拓く（第4章）「部

分的な修学の承認」（第5章）などが明文化されている。

• UNESCOにおいてもCovid-19禍における教育の持続可能性を高める

ためのオンライン学習プラットフォームの実装が促進されている。
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2020/12-

参加大学継続募集

2021/04-

Digital Trust

学修歴証明書プラットフォームにすでに実装さ

れているDigital Trust／非中央集権ID

（Decentralized ID）やUniversal 

Wallet規格（ブロックチェーン）互換機能を社

会実装化していく

2021/04-

生涯学習

学修歴証明書プラットフォームにすでに実装さ

れている学修歴ポートフォリオ（マイクロクレデ

ンシャル、デジタルバッジ）の機能を社会実装

化し、生涯学習を推進・支援していく

2021/04-

Internet of Education (IoE)

東京規約にうたわれた「非伝統的教育」の促

進、UNESCOが推進するコロナ禍における高

等教育の持続可能性のためのプラットフォーム

開発への取り組み

今後の展開～Internet of Education（IOE）へ

先行する4大学に続いてのデジタル化参加高

等教育機関を継続的に募集
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Internet of Education 

Research Group

UNESCO

Learning Economy Foundation 

Asia Pacific Lab

IEEE The Internet of Education 

(IoE) in Korea

今後の展開～国際連携

d3e



次世代デジタルアイデンティティ基盤＠慶應義塾
各種個人証明（在学証明、卒業証明等）をスマホアプリに格納、ポータビリティの実現
と、確実な検証を可能とする

• オンライン・オフラインの両方で利用可能な身分証明書

• 塾内だけでなく大学間・企業との連携など広く展開を目指す

• 大学発行の証明書以外に民間の発行する証明書も格納

• 分散型IDの標準技術利用により永続性、相互運用性を実現

参画組織

・慶應義塾大学

・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

・Japan Digital Design株式会社

・株式会社ジェーシービー

・西日本電信電話株式会社

・BlockBase株式会社



■検証シナリオ（例）

（まずは学内での適用シナリオの検討と検証）

・既存認証基盤と連携したデジタル学生証の発行

・既存Webアプリへデジタル学生証でログイン

・窓口業務のデジタル化（デジタル学生証で受付記帳）

・デジタル学生証提示で別の証明書取得

■今後のロードマップ（検討中）

時期 ステップ

FY21 • 一部の学生へデジタル学生証の発行

• 一部窓口業務への適用、Webアプリログイン連携

• 大学発行の証明書のデジタル化（在学・卒業証明等）

時期検討中 • 他大学との証明書連携、卒業生ネットワークへの展開

• 企業の採用連携、民間サービス(決済等）との連携

■動作イメージ

次世代デジタルアイデンティティ基盤＠慶應義塾



GO FORWARD!
JAPAN INIT IATIVE FOR LEADING THE WORLD IN HIGHER EDUCATION 

学修歴証明書デジタル化のお問合せ：

http://recsie.or.jp/contact

koichi.nakasaki@recsie.or.jp

http://recsie.or.jp/contact
mailto:Koichi.nakasaki@recsie.or.jp
mailto:contact@recsie.or.jp


組織概要

名称：一般社団法人「国際教育研究コンソーシアム」

（英語名：Research Consortium for the Sustainable Promotion of 
International Education）

URL：http://recsie.or.jp/

所在地：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15 ストークメイジュ203

#203, 4-5-15, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0001, Japan

設立：2013年12月

役員：

代表理事 堀江里子

理事 横田 雅弘（明治大学）

太田 浩（一橋大学）

芦沢 真五（東洋大学）

白石 勝巳（公益財団法人 アジア学生文化協会）

中崎 孝一（公益財団法人 未来工学研究所）

http://recsie.or.jp/

